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WEBサイトでも情報を発信しています

CORPORATE PROFILE

1961年 10月

会社設立

History

1977年 6月

中古車輸送、
マイカー輸送市場に参入

2017年 12月

地域ブロック化完了
輸送子会社7社、協力会社6社を
全国5つのブロックへ再編

2014年 5月

タンチョンインターナショナ
ルリミテッドと資本業務提携
契約を締結

2005年 8月

東証2部に株式上場

2001年 5月

MBOにより日産自動車
株式会社より独立

「日産陸送株式会社」から
「株式会社ゼロ」に社名変更



企業理念

「品 質」
お客さまに安全で良質な輸送サービスを提供すると共に、
お客さまの期待以上のサービスを創造することにより、

豊かな社会の発展に貢献する。
※「品質」とは、物流上の品質のみならず、営業品質、人的品質、仕事の仕組、ルート等、ハード・ソフトを含めたあらゆる品質を指す。

社長挨拶

代表取締役社長　北村 竹朗

ゼログループは創業以来50年以上の歴史を有し、新車を全国各地へ輸送することから始まり、中
古車や輸入車の輸送を加えて、今では年間累計で300万台を超える車両輸送を請け負う規模とな
りました。

また車両輸送事業を核に、整備事業や中古車輸出事業などへ裾野を広げている自動車関連事業、
送迎請負事業や人材派遣事業を中心に展開しているヒューマンリソース事業、自動車以外の貨物を
手がける運輸・倉庫事業と港湾荷役事業を担う一般貨物輸送事業という三つの事業セグメントを擁
するまで事業領域の拡大を進めて参りました。

令和という新時代を迎え、CASEやMaaSといったキーワードに代表される新技術やサービスが
自動車業界の新しいトレンドになる中、自動車産業は100年に一度とも言われる大変革期に差し掛
かっております。

ゼログループはその新時代を見据え、次世代モビリティ社会に適応すべく新規事業を開拓し、国
内の自動車市場縮小に備えた海外事業の拡大を進め、また『品質』を揺るぎのない企業理念として、
これからも皆様の期待以上のサービスを提供し、豊かな社会の発展に貢献していきます。

ゆるぎのない「品質」

「おもてなしのこころ」を
世界へ

物流ニーズの
高度化・多様化に応える

自動車関連事業
1961年の創業以来、車両輸送業界のリーディングカンパニー
として日本の自動車流通を支え、自動車産業全体をサポートす
る総合物流サービスプロバイダーとして前進し続けています。

株式会社ゼロ
車両輸送事業／車両整備事業／カーセレクション事業／海外事業

株式会社ゼロ・プラス関東、株式会社ゼロ・プラス西日本、
株式会社ゼロ・プラス中部、株式会社ゼロ・プラス九州、
株式会社ゼロ・プラス東日本、有限会社新和陸送
車両輸送事業

株式会社ワールドウインドウズ
中古車輸出事業

株式会社ゼロ・プラスBHS
二輪車輸送事業

ヒューマンリソース事業
日本人のDNAである「おもてなしのこころ」を、世界中のサー
ビス産業に提供するべく、人材教育・人材紹介・人材派遣事業
の拡大、新たなサービスの創造・提供を推進しています。

株式会社ジャパン・リリーフ
送迎事業／ドライバー派遣事業／空港関連人材事業／他

一般貨物事業
全国に広がる物流ネットワークで荷物の港湾作業・保管・管理・
配送を行い、企業のサプライチェーン構築のサポートや物流の
流れをマネジメントしています。

株式会社九倉 苅田港海陸運送株式会社
運輸事業／倉庫事業 港湾荷役事業

株式会社ゼロ
CKD事業
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車両輸送事業
ゼログループのコア事業として、1961年創業以来培った
高い専門技術とノウハウと地域別に特化した組織によっ
て、新車・中古車・リース車や特殊車両などありとあらゆ
る車両を安全・ 確実に輸送しています。また、フリマア
プリを通じて自動車売買された方に、車両輸送と名義変
更サ ービスを提案する仕組みを構築するなど、自動車の
CtoC（個人間取引）市場への参入・拡大を推進しています。

組織体制 車両整備事業
日本全国に展開している整備ネットワークにより幅広い車
両整備を実現しています。国産メーカーの新車や輸入車
の納車前整備と輸送の一貫サービス、乗用車や商用車の
一般整備、ゼロが保有しているキャリアカー等の特殊整備
や板金・塗装なども行っています。

カーセレクション事業
中古車流通ビジネスに欠かすことのできない全国にある
オートオークションの会場運営や出品業務、会場内業務を
サポートしています。

グループ会社

株式会社ゼロ・プラスBHS
創業40年以上の二輪車輸送に特化した会社です。全
国のバイクショップやネットオークションを通じた売
買、各種イベントや引越し
に伴う二輪車の輸送を担
い、全国各地のお客様の
店舗（ 自宅 ）から店舗（ 自
宅）への二輪車輸送サービ
スを提供しています。

グループ会社

株式会社ワールドウインドウズ
東南アジアを中心とした中古車輸出における日本国
内での車両仕入れから、輸出先国の規制に合わせた
車両検査や整備、通関書
類等の作成、船便の手配、
海外でのマーケティング
活動等のトータルサービ
スを多言語で提供してい
ます。

自動車関連事業
AUTOMOTIVE

新車輸送

マイカー（自家用車）輸送

不動車両・特殊車両輸送

イベント車輸送

中古車輸送

ビジネスカー（リース車、社用車）輸送

高級車・クラシックカー輸送

自動車が生産されてから輸出・解体に至る迄の自動車のライフサイクルにおいて、
新車輸送から車両整備、入札会運営や中古車輸送、中古車輸出等のあらゆるサービスを提供しています。

キャリアカー保有台数

約1,000両
車両輸送業界トップ

自動車輸送台数

年間300万台以上
※受託台数ベース

事務所（拠点）数

全国60箇所以上

株式会社
ゼロ・プラス関東

株式会社
ゼロ・プラス中部

有限会社新和陸送

株式会社
ゼロ・プラス西日本

株式会社
ゼロ・プラス九州 株式会社

ゼロ・プラス東日本
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ヒューマンリソース事業
HUMAN RESOURCES

「おもてなしのこころ」こそが日本人のＤＮＡであり、世界中のサービス産業において高いニーズがあります。
高いおもてなしスキルの教育、人材輩出をビジネスチャンスと捉え事業拡大を進めています。

グループ会社

株式会社ジャパン・リリーフ
「新しい働くの創造へ」
創業より20年以上、ドライバ ー 人材提供で業界のリー
ディングカンパニーとして牽引し続け、今後は『人材教育』

『 人材紹介・派遣 』『 サービスの創造と提供 』の３つの柱
を中核とした総合人材サービスカンパニーとして前進し
続けます。

送迎事業

運転士の徹底した安全・運転技術・マナー教育と比類なき顧
客バックアップ体制で、お子様たちの送迎から、医療機関の患
者送迎、大手企業の役員送迎、官公庁、ホテルの送迎サービス
などあらゆる分野で高い実績と信頼を得ています。

派遣事業

常に利用者様を「安全・安心・快適」に運ぶ送迎ドライバーと、
物流業界を通じて日本に多くの活力を与える物流ドライバ ー
を中心に、ロジスティクス関連、事務、コールセンター、福祉介
護などの領域の人材を、様々な企業に紹介・派遣しています。

空港関連人材事業

空港内外での旅客ハンドリング、グランドハンドリングなど、空
港関連事業に特化した人材サービスを展開しています。

国際人材事業

国内の人材確保が困難さを増していく中、アジ
アを中心としたグローバル人材を、特別なメソッ
ドで教育し、紹介・派遣いたします。また、きめ
細かいアフターケアで、紹介・派遣後も人材の
継続的なスキルアップを図ります。

ビジネスモデル

ビジネスモデル

ジャパン・リリーフ

運転サービス士

お客様位置情報サービス

指揮・命令

労働契約

請負契約

ジャパン・リリーフ
（派遣元）

お客様
（派遣先）

派遣スタッフ

雇用契約

派遣契約

給与支払い 仕事の指示
(指揮・命令)

労働サービス
の提供

運転士研修教育
事故対応
保険契約
点検保守
バックアップ要員確保
etc
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港湾荷役事業
創業半世紀以上の経験で培った技術とノウハウを生かし、福岡県
の苅田港において、石炭等の資源や自動車、シャーシ等の多種多
様な貨物に合わせて最適な陸揚げ、積込み、搬送業務を安全・迅
速・的確に行っています。

一般港湾運送事業免許(苅田港1種1号)
港湾関連の事業免許の中で、最も幅広い業
務形態の請負が許可されている「一般港湾
運送事業免許」を福岡県の苅田港にて取得
しているため、同港における港湾関連業務
を総合的にサポートしています。

グループ会社

苅田港海陸運送 
株式会社
九州の福岡県の苅田港における港湾荷役、貨
物運送取扱などの運送事業に加え、通関業など
の各種港湾サービス業務を行っており、船舶の
入港から貨物の荷役、保管、輸送までを総合的
にサポートしています。

CSR活動

社会貢献活動
交通事故による被害者家族への支援を目的とし
て、NPO法人「交通遺児等を支援する会」への協
賛、同法人が主催するチャリティーイベントに役
員・従業員が参加しています。

運輸事業

北九州、関西、関東地域の運送を軸とし、倉庫保管サービ
スを一体とした総合物流サービスを提供しています。複雑
化する物流ネットワークの中で、物流全体を包括的に受託・
管理し、お客様にとって最適な物流をご提供する3PL事業
も展開しています。

倉庫事業

倉庫事業では、北九州地区を中心とした倉庫群を有し、保
管から倉庫内作業、入出庫などの包括的なサービスを提供
しており、大手製造会社や化学・食品メーカーを中心に30
年以上の実績と高い信頼を得ています。

一般貨物事業
GENERAL CARGO
港搬出入・輸送・保管・倉庫管理の高度な物流オペレーションを長年のノウハウを駆使し、
あらゆる物流要件・品質要件・関連法規に対応しサポートします。

グループ会社

株式会社九倉
九倉では、北九州地区を中心に「倉庫サービスだ
けを利用したい」というお客様はもちろん、全国
への「輸送サービス」を利用したいというお客様、

「物流をトータルでアウトソーシングしたい」と
いうお客様まで幅広くサービスをご提供してい
ます。

輸送 輸送
メーカー

・
卸業者

客先

倉庫サービス 輸送サービス

・入庫業務
・在庫管理業務
・加工業務
・出庫業務

・検品
・仕分け
・出荷

・輸配送手配
・輸配送

DC（在庫型）センター TC（通過型）センター
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完成車
工場

ミルクラン

部品
メーカー

日本 タイ

部品
メーカー

部品
メーカー

倉庫 港

部品
メーカー

部品
メーカー

部品
メーカー

梱包 輸出

湘南整備センター

西東京CSセンター

本社

1
2

1
海外事業 事業所一覧
OVERSEAS OFFICE

世界最大の新車販売台数である中国における事業領域の拡大や、
ASEANを中心としたグローバル市場を舞台に事業を展開・推進しています。

中国
陸友物流（北京）有限公司
設 立：2004年4月
資 本 金：US$ 250万
事 業 内 容：車両輸送
 車両物流センター（VDC）
 納車前整備（PDI）

タイ
TC Zero (Thailand) Co., Ltd.
設 立：2014年4月
資 本 金：THB 2億
事 業 内 容：車両輸送
 調達物流（ミルクラン）
 生産部品ライン供給

シンガポール
TC Zero Company Pte. Ltd.
設 立：2014年1月
資 本 金：SGD 1,100万
事 業 内 容：車両輸送

CKD事業
CKD方式（コンプリートノックダウン
方式 ）の自動車製造を支える物流事
業を手掛けています。
タ イの自動車組立工場向けに、日本
国内ではCKD部品の梱包と輸出事業
を行い、タイにおいては、現地部品の
ミルクラン、CKD部品および現地部
品の倉庫管理、生産ラインへの部品
供給。完成車ヤードの管理と上流（部
品物流）から下流（完成車物流）までの
一貫物流を行っています。

営業拠点
1 札幌営業所
2 青森営業所
3 盛岡営業所
4 仙台営業所
5 福島営業所
6 茨城営業所
7 栃木営業所
8 群馬営業所
9 千葉営業所
10 上尾営業所
11 西東京営業所
12 東京営業所
13 首都圏営業所
14 湘南営業所
15 新潟営業所
16 長野営業所
17 山梨営業所
18 静岡営業所
19 豊橋営業所
20 名古屋営業所
21 岐阜営業所

22 金沢営業所
23 京都営業所
24 大阪営業所
25 神戸営業所
26 岡山営業所
27 広島営業所
28 高松営業所
29 大分営業所
30 長崎営業所
31 熊本営業所
32 鹿児島営業所

輸送拠点
1 釧路デポ
2 北海道ＣＳセンター
3 青森デポ
4 八戸ＣＳセンター
5 盛岡ＣＳセンター
6 仙台ＣＳセンター
7 郡山デポ
8 茨城CSセンター
9 栃木CSセンター

10 群馬CSセンター
11 東千葉CSセンター
12 千葉CSセンター
13 野田CSセンター
14 埼玉CSセンター
15 西東京CSセンター
16 川崎CSセンター
17 追浜CSセンター
18 上飯田CSセンター
19 座間CSセンター
20 平塚CSセンター

（茅ヶ崎）
21 平塚CSセンター

（八幡）
22 新潟CSセンター
23 長野CSセンター
24 沼津デポ
25 静岡ＣＳセンター
26 袋井デポ
27 浜松デポ
28 豊橋ＣＳセンター
29 名古屋ＣＳセンター

30 金沢ＣＳセンター
31 京都CSセンター
32 大阪ＣＳセンター
33 神戸ＣＳセンター
34 岡山ＣＳセンター
35 広島ＣＳセンター
36 高松ＣＳセンター
37 九州ＣＳセンター
38 博多ＣＳセンター
39 久山ＣＳセンター
40 大分デポ
41 長崎デポ
42 熊本デポ
43 宮崎デポ
44 鹿児島ＣＳセンター

整備拠点
1 栃木整備センター

（真岡工場）
2 栃木整備センター
2 栃木整備センター

（栃木工場）

3 湘南整備センター
（西東京分室）

4 横須賀整備センター
5 追浜整備センター
6 湘南整備センター

（相模原ワークショップ）
7 湘南整備センター
8 平塚整備センター

（茅ヶ崎工場）
9 平塚整備センター

（平塚工場）
10 石川整備センター
11 九州整備センター

グループ会社
A 株式会社ジャパン・ 

リリーフ 本社
B 株式会社ワールド 

ウインドウズ 本社
C 株式会社ゼロ･プラス 

BHS 本社
D 苅田港海陸運送 

株式会社 本社
E 株式会社九倉 本社

2 3
4

3 5

4 6

5 7
15 22

7 9

6 8

9 12 11

8 10
16

22 30

17

18 25

24

23

19

21
20 29

28 27 26
23 3125 33

24 32

26 34
28 3627 35

29 40

43

30 41

39
3738

32 44

31 42 13

14

1511

12

3

16

21 20
9

7
6 19

18

11

A
B CDE

営業拠点

グループ会社

輸送拠点 整備拠点
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